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道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

参加申込み後のキャンセルは例会 2 日前までに事務局にご連絡ください。前・当日のキャンセルは参加料 5,000 円の負担を
お願いしています。なお、前・当日のキャンセルが止むを得ない理由であると明確に判断された場合には参加料を請求しませんので、
前・当日のキャンセルも必ず事務局までご連絡をお願いいたします。
事務局委員です　島部 090-1387-4131　堀 090-9085-9055

例会キャンセル費
について

会員名簿は守成クラブ旭川HPに公開しています。会員名簿のご請求は正会員の方のみ事務局にて申し受けます。
事務処理の都合上、例会出欠の返答について期日を厳守していただきますようお願いいたします。

先月の例会は「チームそら（柳原R）」による今期のチーム運営による最後の例会運営でした。例会参加者も103名と
なり、100名を越える例会規模が続いています。自分たちのマーケットを拡大する観点から会員拡大は必要ですね。
例会のテーマですが「会員同士 より深く知る より深く知ってもらう」ということで、［自社PR・ちょこっとPR・チラシ
配布・ブース出展］が可能でした。テーブルコーディネーターの方への例会テーマの伝達も徹底されており、充実した
例会内容だったと感じました。今月の例会は事務局による例会運営です。世話人・事務局がテーブルコーディネー
ターを務め、基本的な車座商談会を行います。懇親商談会は来月からの新チーム体制を考慮してチームごとに座って
いただく例会となっています。皆さん、今月も実りある例会となりますよう、志事に顔晴りましょう！

稚内(20)
札幌南(140)
札幌東(100)
おたる(50)
旭川(120)
釧路(260)
札幌北(130)
札幌アンビシャス(80)
苫小牧・
苫小牧青蓮(100)
帯広(140)
函館(45)
札幌創真(60)
札幌(110)
千歳アンビシャス(40)
北見(90)
西いぶり(60)
札幌西(130)

1/6(火)
1/7(水)
1/8(木)
1/8(木)
1/8(木)
1/8(木)
1/13(火)
1/13(火)

1/13(火)

1/13(火)
1/14(水)
1/19(月)
1/20(火)
1/20(火)
1/20(火)
1/20(火)
1/21(水)

19:00～ ホテルおかべ 汐彩亭　稚内市中央1-5-16
18:30～ ルネッサンスサッポロホテル　札幌市豊平区豊平4-1-1-1
17:55～ ルネッサンスサッポロホテル　札幌市豊平区豊平4-1-1-1
18:30～ GOLD STONE　小樽市色内3-3-21
18:30～ ロワジールホテル旭川　旭川市7条通6丁目
18:30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町2-5
18:20～ 札幌サンプラザホテル　札幌市北区北24条西5丁目
18:00～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南7条西1丁目12-7

18:30～ ホワイトパークサンシャイン　苫小牧市住吉町2-7-6

18:28～ とかち館　帯広市西7条南6丁目2
18:30～ ホテル函館ロイヤル　函館市大森町16-9
18:30～ メルキュールホテル　札幌市中央区南4条西2丁目2-4
17:55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:30～ ANAクラウンプラザホテル千歳　千歳市北栄2-2-1
18:30～ ピッツアークホテル　北見市北2条東4丁目7
18:20～ 蓬�殿　室蘭市宮の森町1-1
17:55～ ルネッサンスサッポロホテル　札幌市豊平区豊平4-1-1-1
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18:20～ 札幌サンプラザホテル　札幌市北区北24条西5丁目
18:30～ ロイトン札幌　札幌市中央区北1条西11丁目1
18:30～ GOLD STONE　小樽市色内3-3-21
18:30～ 旭川グランドホテル　旭川市6条通9丁目
18:28～ 帯広東急イン　帯広市西1条南11丁目2
18:00～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町2-5
17:55～ ルネッサンスサッポロホテル　札幌市豊平区豊平4-1-1-1
18:30～ ホテルエミシア札幌　札幌市厚別区厚別中央2条5丁目5-25
17:55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:20～ 伊達ホテルローヤル　伊達市末永町33-3
17:55～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似1-3-3-6

【2月】

※ 開催予定が変更になる場合がありますので、他会場へ出席される方は事務局にてご確認ください。

2月例会のご案内

守成クラブ旭川ＨＰをご利用ください！
http://syusei.biz
車座商談会で正会員の方にお話しいただいた情報を
瓦版に掲載しています。
セール、イベント情報等がありましたら、車座商談会で
お話しいただくか、世話人までお知らせくださいね。

●会員資格は「中小企業の経営者およびそれに準ずる方」となっていますので、会社での決裁権がある方のみに入会資格があります。
●下記の業種については、ゲスト参加並びに入会を禁止します。
　宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・先物取引業・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、並びに公序良俗に反する商売の方。
※上記以外の業種であっても、入会後に強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレームが発生した場合、世話人会で
協議の上、クラブの退会処置をいたします。また、例会時のチケットの [手売り] は禁止します。チケット販売の告知は、商談会で行ってください。

●ゲストをお誘いする時には、この原則を遵守願います。
●守成クラブ旭川は、正会員の会です。旭川では、正会員を「現に正会員を紹介している方」と定義します。
●会員同士のアポ取り等電話の際には、必ず「守成クラブの○○です」と名乗ってから話を始めて下さい。
●例会出席時には、参加者の属性により、以下の各色の紐付の名札を着用することとします。
　正会員：赤 / 準会員：緑 / ゲスト様：黄 / 正準会員の代理参加者・同行者：黄 / 他会場からの参加者様：青
　上記名札は、受付時にお貸ししますので、例会終了後、必ず返却してください。また、貸与されているバッチの着用を強く推奨します。
●会員の都合で恒常的に代理者が例会に出席する場合、その代理者に決裁権があれば、会員登録の変更が出来ます。
　例会参加の出欠返事は必ず、旭川事務局へ返信してください。
●参加申し込み後のキャンセルは例会２日前までに事務局へご連絡ください。
●当日のキャンセルは参加料5,000円ご負担願います。
　なお、前・当日のキャンセルが止むを得ない理由であると明確に判断された場合には参加料を請求しませんので、 必ずご連絡をお願いいたします。

『会員が増えてきたからこそ、
より会員の商売を知る努力をしよう！』

　皆さん、こんばんは。代表の株式会社小滝畜産の小滝達也
です。
　今年も残すところ僅かとなってきましたが、本日の例会は
今年最後の例会ということになります。今年の始まりの例会
は100名いくかいかないかの人数による例会から始まりまし
たが、少しずつ出席者数、会員数も増え、着実に例会規模が
大きくなってきました。本日も110名を超える例会になります。
会員数も200名を超える規模になり巨大な会場になってきま
した。それだけにビジネスチャンスも増えることになります
が、それぞれの会員さんの仕事内容をなかなか理解し難いと
いう側面もでてきています。
　現在、来年4月からの新年度の組織体制をどのようにして
いこうかと副代表ともども考えているところなのですが、皆さ
んのビジネスに色々な部分でお手伝いができるような組織に
していこうと考えています。組織変更に伴ない皆さんには
色 と々ご協力いただかなければならないこともあるかと思い
ますが、その際には会員同士がよりビジネスができるよう、是
非お力をお借りできればと思っています。
　　　　　　　　　　　　◇
　先月の例会はチームゆめ（佐々木リーダー）によって運営さ
れました。「伝えよう自分の魅力」をテーマに運営された例会
で、同じテーブルの方とじっくりと懇親を兼ねて商談に結び
つけようという企画でした。車座では各テーブルコーディネー

ターが質問事項を用意され
ていて、活発な懇親が展開さ
れていたように感じました。
また他会場より多くのお客様
にお越しいただいた例会で
もありました。
　　　　　　◇
　本日の例会はチーム美羽
（立岡リーダー）によって運営される例会です。
　チーム美羽の例会は恒例になりつつある「買う」をテーマ
に企画されています。今月の例会は12月ということもありブー
スも多く出店されています。直に商品を見たり、または製品や
サービス内容の説明を聞いたりということで、「何か買えるも
のはないか。できるだけ仲間から買おうじゃないか。」という
ことで例会を企画していただいています。
　そして懇親商談会の部分ではチームごとの立席になりま
す。忘年会ではありませんが、今年1年を振り返って、または
来年に向けてのチームミーティングなどを一緒に行なってい
ただければと思っています。
　それでは本日も皆さんお一人お一人がビジネスに繋がる例
会になりますことを祈念して挨拶とさせていただきます。本日
もお一人お一人が晴れやかな顔で志を持って仕事をして頂き
たいと思います。本日も1日どうぞよろしくお願いいたします。

2014年12月8日例会にて

1・2月の主な予定 現在の会員数 （12/24現在）

先月例会出席報告
（）内は先々月

会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

215名
133名
82名
6名
3名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

104名
0名
1名
8名

113名

（110）
（1）
（7）
（4）
（122）

  1 / 8（木） ○ 第150回例会（LH）
　　　　　　　　チームきせき担当（和泉R）
  1 /15（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 銀座ライオン旭川店（宮下通11丁目）
  1 /15（木） ○ リーダー会議　19：00～
  1 /20（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ おかだ紅雪庭（5条通16丁目）
  2 / 9（月） ○ 第151回例会（GH）
　　　　　　　　チームきぼう担当（駒井R）
  2 /16（月） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 銀座ライオン旭川店（宮下通11丁目）
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2月 第151回例会のご案内です。
日時：2月9日（月） 18:30～
場所：旭川グランドホテル
出欠の連絡を忘れないよう早めのご返答を
お願いいたします。
＊2月の例会は、チームきぼう［駒井R］による
　担当例会になります。

守成クラブ旭川ルール 2013年3月改正

編集後記編集後記 先月は「チーム美羽（立岡R）」による「会員企業から“買う”を意識付けする例会」がテーマでした。事務局席から拝見
しましたが、「カウントダウンタイマー」が機能し、とても締りのある車座商談会になっている様に感じました。懇親
商談会はブース大会のような賑やかさで、魅力的な商品が多かったのか沢山買っている人もチラホラ(笑)見受けら
れました。全体としてとても良い例会だったと思います。本日は前回皆さんから募集した「今年の１文字」の発表が
あると聞いています。発表が楽しみですね。今月は「チームきせき（和泉Ｒ）」による「年初め商い！しっかり話して・
がっちり商売」がテーマの例会です。前回も皆さんの予想を超える例会運営をされていましたので、今回もどの様な
運営になるのか楽しみです。本日もしっかり志事に繋がる例会になるよう皆さん顔晴りましょう！（事務局：渡邉）



■他会場の例会参加について
正会員の方は全国の会場への例会参加が可能です。
他会場への参加を希望される方は、事務局までご一報下さいませ！
※他会場に参加する会員を募ることも可能です。何方かと一緒に参加してみたいなど、他会場に
　興味のある会員さんからのご相談も受け付けています。

守成クラブ旭川 青年部に入会しませんか！

入会資格

守成クラブ旭川青年部は、守成クラブの理念の理解と実践に努め、経営者としての自覚と誇りを持って運営されるものです。
会員相互の親睦を図り、守成クラブ旭川の会員様全体を対象とした企業活動に関する啓発活動や勉強会、更にレクリエー
ションの企画運営に積極的に関わり協力していきます。

主な活動内容
１．守成クラブ旭川世話人会との関係を密にし、青年部との情報交換の円滑化を行う。
２．守成クラブ旭川に入会間もない若手経営者へのサポート、フォローを行う。
３．青年部員の意見及び要望の徴収を行い、守成クラブ旭川世話人会への意見具申
　を行う。
４．青年部員相互の親睦を図り、守成クラブの理念、企業経営に関する啓発活動や勉
　強会を行う。
５．守成クラブ旭川のレクリエーション等の企画を立案・提案し、実施の協力を行う。
６．隔月で夜間例会・ランチ例会を交互に行う。

費 用
勉強会等参加の際に、実費にて参加となります。参加費用は事前に連絡致します。
※入会金はありません。（平成26年9月4日現在）

入会条件
入会には、［守成クラブ旭川 青年部］専用facebookグルー
プへの登録が必須となります。
原則として、青年部の活動における情報連絡は、専用
facebookグループにて発信されます。
※facebookの登録等でお困りの方は、準備室までお気軽にご相談ください。

入会手続き
準備室まで、入会意思と必要事項をお知らせください。 
管理人より［守成クラブ旭川 青年部］専用facebookグルー
プへ招待します。
グループへの登録を持って入会となります。
※退会する場合は、専用facebookグループより［グループの退会］
　にて完了となります。

お問い合わせ
守成クラブ旭川 青年部
〒079-8413 旭川市永山3条24丁目2番19号 アブル（株）内
TEL：0166-74-4986　FAX：0166-74-4987
Email：watanabe-able@ae.auone-net.jp
携帯：090-1645-5260　渡邉

１．守成クラブ旭川の会員であること。
２．原則として満年齢で45歳以下の会員であること。
　　（本人の希望があれば年齢を超えて所属することも可能です。）
　　※4/1～3/31の年度内で満46歳を迎える会員を45歳以下の定義の範囲とします。
業種に関係なくどなたでもご入会いただけます。
「青年部」という名称ですが、もちろん女性の方でも大丈夫です。

『 守成クラブを宝の山にするために 』を販売中！
昨年に刊行された「全連・三役会 推薦！」「全会員必携・必読！」という冊子『守成クラブを宝の山にする

ために』を販売中です。（文庫サイズ・24ページ・300円）。旭川会場の世話人会でもこの冊子の内容を

『守成クラブの考え方の基本』と認識し、旭川会場を運営していく上での "道標" とする、ということで意

見が一致しております。是非、会員の皆様にも、内容をご理解頂き、旭川会場の発展に繋げるべく、購入を

お願い致します！☆購入に関するお問合せは、事務局まで☆

事務局からの連絡です！
1. 例会の出欠回答の期限を遵守してください。　[例会運営に支障が発生します]
2. 例会の開始時間前の着席を厳守してください。 [受付を担当している仲間の商売の時間が削れてしまいます]
3. やむを得ず遅れる場合は、必ず連絡してください。
4. 会社住所、電話番号、役職等、守成クラブへの登録情報に変更がある場合は速やかにご連絡ください。
5. 守成クラブ旭川の 「fecabook」 ページを運用しています。
　　「こんなことをお願いできる方はいますか？」「この方にお願いしたらこんなに凄い仕事をしてくれました！」
　　「このお店にいったらこんな素敵なことが…」「チームではこんな活動をしているんですよ！」等 .々...
　会員間の有効な情報共有ツールとして利用者も徐々に増えてきております。現在の登録者数は112名(1/8現在)です。
　facebookのアカウントをお持ちの方で、守成クラブ旭川のfacebookページに未参加の方は是非お声がけ下さい。

★ご連絡お問合せは、事務局もしくは世話人・事務局員までお願いいたします。

表彰・バッチ貸与
守成クラブの会員になるには、ゲストとしての体験参加から始まります。
体験参加および入会については、紹介者（正会員または準会員）の推薦が必要です。入会
されますと「準会員」として、守成クラブの緑バッジが貸与されます。「準会員」がお誘いに
なったゲストが1社以上入会することによって「正会員」となり、守成クラブの赤バッジが
貸与されます。

他地区への紹介もOKです。
仲間づくりのご協力をお願いいたします。

3社のご紹介で「がんばれ盾」、5社のご紹介で
「鬼瓦」、10社以上のご紹介でゴールドバッジ
が贈呈されます。 

［2014年12月8日例会より］

旭川市8条通6丁目2480-21
TEL 0166-76-4125　FAX 0166-76-4152

有限会社
トラストコーポレーション

代表取締役
石川  陽三

赤バッチ貸与

例会テーマは「年初め商い！しっかり話して・がっちり商売」です。

守成クラブ旭川
チームきせき リーダー

（有）BPSイズミ 代表取締役
和泉 泰弘

　皆さんこんばんは。チーム「きせき」のリーダーを務めさせ
て頂いていますBPSイズミの和泉です。今月の例会は、前
回の担当例会を踏襲しまして約20名の方とサンプルやチラ
シを渡しながら対面で商談をしていただくプログラムとして
企画しました。
　「一部の人しか分からない！」「一度もお話しをしたことが
ない！」「どんな商品を扱っているの？」等、思ったことはありま
せんか？
　そこで今回も多くの会員と密接に交流ができる例会とし
て企画・運営させていただくことにしました。
　例会では参加者全員が6つのグループに分かれてご着
席いただきます。そしてチラシやサンプルを配るのもOK、そ
の場でお互いに1分20秒ほどの時間で20名の方とお話し
をしていただきます。
　また、懇親商談会は一人3分の持ち時間でお話しいただ

きます。自社PR、入会動
機、守成クラブについて思
うことなど、幅広いお題の
中から選んでお話しいただ
くことで、更に交流を深めて
いただきたいと思います。
　今回の例会をきっかけに
多くの会員の方々とコミュ
ニケーションを深め、思う存
分に商売繁盛に繋げてく
ださい！
　最後になりますが、本日
の例会が皆さんにとって有意義なものになるよう「チームき
せき」一同、本日の例会をお世話させていただきます。
　皆さん、どうぞよろしくお願い致します。

チームきせき

フレンド
ランチ会

レディース
ランチ会

12月15日（月）12:00より旭川大雪地
ビール館（梅井支配人）にてチーム「きせ
き」担当のフレンドランチ会が開催され
ました。

師走も後半に差し掛かるお忙しい中でしたが20名ほどの出席者
にて活発な情報交換や商談が行われました。
地ビール館の冬のランチメニューを堪能したあとは自社PRタイ
ム。チーム「きせき」のサブリーダーの旭川ケーブルテレビポテト
の猿田さん、塗善塗装の中嶋さんの進行で年明け1月の担当例会
の説明、続いて参加者一人一人の自社PR・自己紹介があり、皆さん
積極的に情報交換を行っていました。
13時よりチームミーティングを行いましたので時間とともにラン
チ会を閉めさせていただきました。
年末近くということもあり、クリスマス～お正月に関連した商品の
PRも多かったように思います。
ランチ会はいつもの例会とは雰囲
気が違いますので、いつもとは違う
別の切り口で商談があるかもしれま
せん。参加したことの無い方は一度
参加してみることをオススメします。
（文：早坂）
参加者情報（20名）
猿田さん（旭川ケーブルテレビ）、吉本さん（なづな堂）、中村さん（感覚・運動療法
快）、佐藤さん（旭川銀座ライオン）、森田さん（森田仁プロデュース）、浦野さん
（森のゆ花神楽）、川辺さん（北日本機械）、石川さん（トラストコーポレーション）、
佐藤さん（ぱそこんおたすけ本舗）、佐藤さん（スマイル保険事務所）、柳原さん
（ゆう美堂）、近藤さん（遊きりん）、中嶋さん（塗善塗装）、武田さん（旭川シリカ）、
長原さん（北海事務機）、小西さん（東鷹栖十線郵便局）、丹野さん（焼鳥らんま
ん）、西村さん（アイエーシー）、梅井さん（大雪地ビール）、早坂（ガイネット）

いつものランチ会から12/16Xmasナイ
ト会に変えての開催となりました。
毎回の会社訪問は6時から「BFC」（5条7
丁目本通り）姜さんへお邪魔致しました。

商品は姜さんの熱い想いが込められ開発した化粧品!!です。製品ま
での経緯を興味深く皆で感心しながら聞き入りました。皆から応援
アドバイスも沢山頂いていました。
その後はロワジール15Fシャルムに於いて夜景を楽しみながらの
ディナーとなりました。美味しいお料理に、「まるしん商店」清水さん
からの日本酒、カクテル等の提供を頂きました。いつもありがとうご
ざいます<(_ _)>
鈴木美千代先生からは、「エレガントな立ち振る舞いレッスン」を受
けて女子力アップとなりましたね。各自社PRも兼ねたXmasプレゼ
ント交換では仲間を良く知ることができました。最後はamie工房の
井上さん指導によるXmasソングをゴスペルで大合唱♪何とも気持
ち良く盛り上がったXmas会となりました。今回は「遊きりん」の近藤
さんがずっと写真・ビデオを撮って下さりエンディングに、この会を
振り返る楽しいひとときとなりました。沢山の方々の協力の元に中身
の濃い有意義な親睦で昨年を締めることができました。レディース
の皆さん、これからも情報交換、お仕事へと繋げてまいりましょうね。
次回1/20（火）12時～「おかだ紅雪庭」
（5条16丁目 TEL：22-5570）高橋富士
子さんへ会社訪問を兼ねてのランチ会
となります。お待ち致しておりますよ
（＾－＾）参加申し込みは、清水、勝田、
久保村のどちらかまでお願い致しま
す。（文・久保村）
参加者情報（13名）
近藤さん（遊きりん）、姜さん（BFC）、鈴木さん（ウォーキングスタイリスト・インテ
スタージュセラピスト）、井上さん（amie工房）、児玉さん（こだま工房）、大場さん
（エステサロンび華）、柳原さん（ゆう美堂）、丸山さん（美容室Sa lond 
Bouquet）、高橋さん（美容室 結）、島崎さん（チャム）、清水さん（地酒のまるしん
商店）、勝田さん（ダイアナ多花木）、久保村（山新 久保村）


